
第８回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表

意見・提言・要望・質問等

議会での政策づくり、検討の参考とする意見等

意見等が
でた地区

テーマ２ 「本市財政の持続可能性と事業・サービスとの調和について」

財政

一箕

東山

日新

実質公債比率１７．４％と報告されたが健全と言われる指数まで下げる努力をすべき 城西

行仁

一箕

合併特例は平成２５年で終わるのではないか 町北・高野

東山

市の財政はいつ健全化するのか 謹教

一箕

市の財政についてだが、市債は無くならないのか 謹教

謹教

行仁

水道関係、水道局員の費用はどのようになっているのか 鶴城

会津若松での固定費はどのくらいなのか、変動費、人件費 鶴城

一箕

中期、長期に見て、３年、５年、１０年先を見て予算を見るべきではないか 鶴城

税

湊

大戸

鶴城

湊

行政

河東

区長の要望が市の事業として採択して頂けない、時期を教えて頂きたい 謹教

市政だより、他の資料で右開き、左開きがある。統一できないのか 行仁

市政だより、他の資料の左右の開きを指導すればよいのではないか 行仁

神指

鶴城

神指
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国家公務員の給与が削減されたが、市の職員や議員はどうか

公共物について、今後はどうなるのか。箱物を造ると管理費等が増加する。財政的に大丈夫
か

財政では公債費が問題になっているかと思う。実質公債費のこれからの目標はどのように
なっているか

他の市での市政だよりにCMが入っている。本市でも市政だよりにCMを入れて財源確保にし
たらいいのではないか

合併特例事業の推進状況はどうか

人口減少で税収の落込みが見込まれるが歳出の見通しと歳入の減収を議会としてどう考え
ているか

市債の使い道はなにか

市の財政、将来につけを回すのか

大阪市長が市職員の給料が高い件（年収）で、大阪市は６２３万円で騒いでいる。本市は６２
５万円。なぜ何も言わないのか

予算の歳入と歳出が一致するが、おかしくは無いのか

会津若松市の税は高いのではないか

集会所の雨漏りを修理したが、市へ改修の事前申請をしなかったので補助が受けられなか
った。また、新集会所用に土地を確保したが町内会の財政が厳しいので上物を建てることが
出来ない状況。現在、土地の固定資産税と現集会場の土地の借地料が発生している。この
様なケースの減免制度がないのか

税収が減っているが、何がどのくらい減っているのか。金がなければ運営ができない。税が
減っていることに対し歯止めの対策が必要

水織音の里の固定資産税の減額をお願いできないか。地区で水織音の里へ土地を貸付、
固定資産税を払っているが、建物が老朽化し廃虚となっているものまで宅地として税金を徴
収されている。現状に合わないのではないか

テーマ３
「行政サービス提供機能のあり方と庁舎等整備の方向性について」

市職員の再雇用の状況はどうか。就職できないで困っている若者が多くいる。削減すべきで
はないか

市役所の室内が暗い、廊下にキャビネットがあり狭い、改善について

本庁舎の建て替えで、第二庁舎を介護老人保健施設にとの考えが地区内でおきている。こ
れからもこの活動はしていく考えである。議会でも考えてほしい

旧市内と新市内、市庁舎の場所について、検討すべき、住民票はコンビニでも取れると言っ
ているが、検討してほしい
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通信 湊

まちづくり

北会津

城西

町北・高野

交通

日新

城北

城北
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テーマ３
「行政サービス提供機能のあり方と庁舎等整備の方向性について」

湊地区は、高齢化が一層進んでいる。湊地区全体に光ファイバーを整備すべきである

水季の里に入ったばかりである。現在は若者も子どもも多いが、将来はお年寄りばかりにな
ることも予想される。よりよい地域づくりに取り組みたい

西若松駅の駅名を会津鶴ケ城駅に変更して欲しい。あるところで２億円かかったと聞く、菅家
前市長に１億円出してくれと求めたが断られた

上荒久田地区の線路西側が発達しない。開発が進んでいない。藤室・鍛冶屋敷線の件で何
年も前から要望している。活性化で１１億円ものお金をまちづくりに使うのであれば、線路西
側の開発に使えないのか

テーマ５
「防災などの地域の諸問題解決に向けた地域と行政機関等との連携による新たな地域社会シス
テムの構築について」

金川町にコミュニティバスが走り始めた。また会津線東側についてはハイカラさんを始め巡
回バスが運行されている。日新地区には坂下・若松間の路線バスは走っているが数も少なく
不便。点と点を結ぶのではなく面的な交通を考えるべきだ。会津線西側にもコミュニティバス
や巡回バスの拡大を図って欲しい

金川町コミュニティバス運行についてアンケートの取り方は６５歳以上であった。私なりの問
題は３点、①目的地にバスが行っていない。②重い荷物を持って乗れない、降りることができ
ない。③パンフレットの文字が小さくて見えない

バスの利用をあげるため乗車している、４月で運行内容を変えてきたので乗車が増えたよう
だ
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防災・安全

河東

日新

河東中学校下の交差点が大変危険であるので、改善して欲しい 河東

門田

日新

日新

町北・高野

東山

千石ニュータウンや飯盛等の団地内の道路は全て徐行にすべきであり、周知すべきである 東山

日新

行仁

東山

城西

城西

鶴城

第１３分団消防屯所の建設問題について、現状土地が確保できない状況にある 東山

行仁

門田

鶴城
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テーマ５
「防災などの地域の諸問題解決に向けた地域と行政機関等との連携による新たな地域社会シス
テムの構築について」

河東学園小学校前の歩道は、交通量も多く大変危険である。交通安全指導員などの配置は
できないか

進入規制については別の見方もある。コミセン前の進入禁止の時間が午前と午後にあった。
一時警察ではビシビシ取り締まったときがあって、雨の時など迎えにきた保護者の車も多く
の方が捕まった。生活上支障が大きいとの声が強まり取り締まりは弱くなった。交通指導員
だが今はなり手が居なくなり、補導員や青少年問題協議会の方などが指導に当たっている
のが現状だ。各町内からそういう人が出ていただければ顔もわかるので一番良いとは思う

会津高校東側のコンビニ前の市道で、この２月に交通死亡事故が発生した。市に押しボタン
式信号を鍋田区として要望したが難しいとの回答であった。議会としてもこの件を確認して頂
き何らかの対応をして頂きたい

一方通行は車のスピードが増す。危険性が増すので慎重な対応が必要

交通安全の観点から申し上げるが、若松市街地は道路も狭いので、もっと一方通行を増や
すべきではないかと思うがどうか

１１月にヨークベニマルができる。坂下方面から国道４９号-藤室交差点で右折する車がでる
。車の流れが変わり、街道が混雑する。（中ノ明）対策はされるのか。混雑回避のために、荒
久田街道の整備をお願いしたい（信号の設置等）。ヨークベニマルの説明では現行通り、信
号の設置は無いとの説明である

飯盛街道（東山院内から飯盛山）上の横断歩道と押しボタン式信号が設置されていて、その
直近にバス停が設置されている。停車中のバスが横断歩道を横断する人にとって視界の妨
げになる。バス停の移動ができないか

集団登校の事故が続けて報道されている。西名子屋町から日新小学校への通学路がある。
幅４ｍくらいの道路だが、通学時間帯は車が通れないことになっているにもかかわらず進入
してくる。どこに相談すればよいか

最近、小学生の列に突っ込む交通事故が多発している。おととし交通事故があって、学校、
地区で市と警察に交差点の改善を要望しているが、そこは、一旦停止の表示はできないと言
われた。その標識に係る業者に作ってもらってくれ、といわれたので、その“一旦止まれ”をあ
る会社に依頼し、作ってもらったが、車は止まらず交差点に入ってくる。（公安委員会の標識
ではない）そこで、交差点を茶色の交差点についても要望を出したが予算の件で出来ないと
言われ、だめであった。子どものために安全・安心のためには必要である

東山小学校付近の通学路は幅員が狭く危険である。車両進入禁止の為の時間制限を設定
することができないか。また、幅員の白線がない道路が多いと感じる

交番移設の要望。西若松駅の駅前広場が整備されたことから若者が多くなった。治安上交
番を駅近くに移設して欲しい

消防団の地域割りを明確に市民に周知してほしい。火災等の災害が起きると地元消防団は
後始末まであるので大変である。消防協力金などについても関係ないなどと言う人もいる。
重要さを市民の皆さんにわかってもらえるよう努めてもらいたい。また何かを市の方に持ち込
むと金がないと言われる。消防団員は常に体を張って活動している。議員も職員も事業に参
画して実情を把握せよ

消防署員と消防団の差の大きさに矛盾を感じる（手当てについて消防署員は出動毎に特別
手当3万円の別手当てが出ていると聞く・・確認をしていただきたい）消防団の待遇が悪い。
改善するべき。若松から例を作ってもよいのではないか

地域包括支援センターについて、センターは大変な状況である。現実には市はセンターに丸
投げしている。もっと追求してほしい。また、災害時、民生児童委員と相談し連携をするとさ
れているが、聞いたことがない。昨年一年をかけて包括支援ネットワーク会議を４回おこなっ
ている。自分の地区の一人暮らしについて、二人暮らしでも大丈夫なのかなど、地図を見な
がら検討してきた。今年も同じ作業をしたいと思っている

昨年の大震災時の避難者の受け入れについて、公的機関以外での受け入れ時の対応はど
の様になっているのか。（自宅受け入れ時の支援のあり方）

町内会単位で避難場所のわかるステッカー等、各家庭に配布はできないか。それくらいはで
きるのではないか



第８回市民との意見交換会　意見・提言、要望集計表

意見・提言・要望・質問等

議会での政策づくり、検討の参考とする意見等

意見等が
でた地区

防災・安全

行仁

行仁

行仁

門田

鶴城

鶴城

鶴城

城西

東山

鶴城

商店街の街灯の設置をしているが、この補助金で増えたところはあるのか 鶴城

鶴城

鶴城

門田

日新

日新

河東

行仁

城北

城北

城北

城北

城北
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桧町に大熊町の避難世帯が５０世帯おり、避難する際、高齢者は、避難所として指定されて
いる行仁小学校へ行くために千石バイパスを通り越して来れない。立成佼成会の建物利用
を避難先として個人で依頼した。避難先は市としては小学校しかないのか

３・１１の時、２２人がマンションの壁がはがれたため、危険であるとマンションから外へ出さ
れたが、避難先がわからず駐車場に４時間もいた。公民館が避難場所。地区でピストン運送
した経過がある

３・１１時、不動産屋がマンションが危険だから外へ出なさいとの件について。避難場所につ
いて説明もなく、ただ、建物から外へ出てほしいのみであった。その指導はできないのか。（
避難場所の説明）

ハザードマップの説明会を過去に一回行っている。現在、防災意識が高まっているので、定
期的な開催を行っていただきたい

防災計画があっても市民は知らない。市民が知らなければ何にもならない。市民に知らせる
ことが重要である。知らなければ何のための防災対策なのか。高齢者の安否情報も重要で
ありそれを含めての防災計画をお願いしたい

災害時の避難についての対応は各地区でおこなっている。それが出来ていないところが問
題である。全体として防災計画、訓練等はきちんと示すべき

防災の話。３・１１の件。高齢化社会に入っている現在、避難に対する経路、連絡等非常に
大事である。避難経路、まち全体の避難のあり方の整備はどうなのか

住吉神社脇が通学路になっている。夜間は木立等の関係で非常に暗い。児童公園にもなっ
ているが木の枝の高さは４．５ｍ以上でなければならないという条件があるとも聞くがどうか

御薬園の東側道路に街路灯の設置ができないか。ヨークベニマル社員駐車場、カワチ薬品
、コジマ電気が終了する午後９時以降は真っ暗になる。現場確認の上対応をお願いしたい

商店街の防犯灯一本につき以前は１，５００円の補助が１，０００円に減額された。どうして減
らされたのかその理由を知りたい

防犯灯の補助金申請について町内会への要望が多い。防犯灯は２３灯あり、２万３千円の
補助だが防犯灯の補修費などの経費は１７万円かかっている。事業費が逼迫する。市からも
様々な事業に対しての要望も多くなってきている。基本的な考えから、防犯灯の維持費は、
警察の防犯協会、市の防災安全課、地域町内で３分の１ずつの負担でいいのではないかと
思っている。なぜ８割以上の負担をさせるのか、疑問である

他の市町村では防犯灯の設置を自治体で負担しているところもある。（鎌倉市など）明るくき
れいなまちづくりにすることは、防犯のためにもなる。設置するほど町内会の財政を逼迫する

耐震補強のIs値（耐震指標）についての詳細が掲載されたものはない。Is値を震度換算する
とどの様な値になるのか

空き家対策はきちんとした対応が出来るようにしておいた方がよいと思う

個人住宅の空き家対策についてだが、隣近所が所有者であると申し入れしにくい。行政側が
条例を作るなど対応できないか

広田地区の幹線道路の除雪が不十分である。バス路線でもあるが、除雪幅が狭く交互通行
が出来ないことがある。もっと、道路幅をしっかりと確保して欲しい

除雪について、狭い道路、生活道路の除雪が真ん中だけ除雪をしている。地区で機械を買
って補助をすると言われるが、高齢であるため出来ない。除雪と排雪問題は深刻である。市
でこうするから、地区ではこうしてくださいの体制が望ましい

仮設住宅５０戸あるが隔離された状態と感じる、仮設住宅内は除雪がきちんとされている、
市との比較で問題が起こっているのか

除雪、きれいにかかないで１メートルも個人宅の前に置いていく、問題がある。前回にも申し
上げたが午前１１時ごろに来る。早朝には、住民が除雪しているので、その後に来ても雪は
ない。オペレーターの問題がある。講習会の時にしっかりした指導を求める。除雪後のパト
ロールが必要

除雪は、各家の前に置いていく、朝５時前に除雪しても午前８時ごろに除雪車が通り道路の
雪を置いていく。その結果、若い人は除雪できるが高齢者はそのままで固まった雪がそのま
まになってしまう

側溝には雪が捨てられないが、実際は捨てられている

水路整備をして、雪を流せるようにし、いっ水対策をすべき、米沢はすべて雪を川に流してい
る。なぜ市はやらなかったのか。冬期間、戸ノ口堰の水を流せないか
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意見等が
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防災・安全

一箕

行仁

交通

日新

城北

城北

簡易水道

湊

湊

環境

町北・高野

城西

東山

鶴城

門田

北会津

城西

城西

城西

城西

町北・高野

湊

放射線測定を２度ほどやったがどう活用するのか、また安全基準はどうなっているのか 城西

神指
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七日町などは観光地であるが午前９時ごろまで各家庭除雪していないところがある

学校の校庭への排雪は子どもたちが危ないのでだめといわれた。除雪より、排雪が大事で
ある

金川町にコミュニティバスが走り始めた。また会津線東側についてはハイカラさんを始め巡
回バスが運行されている。日新地区には坂下・若松間の路線バスは走っているが数も少なく
不便。点と点を結ぶのではなく面的な交通を考えるべきだ。会津線西側にもコミュニティバス
や巡回バスの拡大を図って欲しい

金川町コミュニティバス運行についてアンケートの取り方は６５歳以上であった。私なりの問
題は３点、①目的地にバスが行っていない。②重い荷物を持って乗れない、降りることができ
ない。③パンフレットの文字が小さくて見えない

バスの利用をあげるため乗車している、４月で運行内容を変えてきたので乗車が増えたよう
だ

テーマ６
「地域環境の保全について」

湊地区の簡易水道のうち、地区管理となっている箇所について市で管理できないか。高齢化
が進み地区で管理できなくなってきている

戸ノ口地区の地下水から真っ黒な泥水が混じることがある。マンガンが含まれていると聞い
た

アメシロ消毒について、永和小の桜がぼうずになった。以前2回あった消毒が近年なくなった
。（薬剤の配布がなくなった）昨年は上高野区長にしてもらったが、小学校など公の施設の防
除はどのようになっているのか

西若松駅の公衆トイレの設置要望。駅前広場も整備され、路線バスや観光バスも入るように
なった。駅としてのトイレは駅舎二階にあるけれども利用しにくいところから、近所の民家に
駆け込む人が少なくない。青い顔してこられると拒めない。お店屋さんとか大きな事業所なら
ともかく、見知らぬ人を入れるのには不安もある。１０年前から要望しているのが実現されな
い

院内御廟のトイレ問題について、現在院内町内会の公会堂のトイレを観光客に利用してもら
っている。土日の解放に向けてはまだまだ問題がある。公会堂のトイレを外からも利用でき
る様な改修の意見も出ている。また、東山温泉観光協会院内駐車場へ新規の建設の考えも
ある。維持管理の問題（ゴミやカラスの問題）もあるが、市としての考えを伺いたい

若松第二中学校の前（北側）の整備が遅れており、お城の入り口の水路の悪臭も発生してい
る。何十年も前から整備の要望を出しているが整備がされない。雨水、城前団地からの排水
があるが、流れが無いため、悪臭を出している

下水道事業は、門田地区は遅れているので、現在の側溝に常時水を流していただきたい。
合併浄化槽が入っていない世帯から生活雑排水が流れるので悪臭がある。土地改良区との
調整がとれないか

真宮新町二丁目の側溝の悪臭防止に水を流して欲しい

昨年の大震災以後、原発事故以来住民の意識も変わった。このような時期の産業廃棄物中
間処理施設の建設には大きな不安を感じる

幕ノ内地区に産業廃棄物の中間処理施設が出来ることが回覧文書でわかった。平成２２年
に合意が得られていると言うが合意した記憶はない。議会では把握しているのかどうか

お示しした幕ノ内地区の産業廃棄物中間処理施設説明会資料については出席者にしか配ら
れていない。同じ地域なのにおかしいと思うがどうか

何年か前、廃棄物処理をやるという話が壊れたが、ハードボード内でなんかやられている。
どうなっているのか疑問であり不安だ

各地域からの環境も問題がある（区長会での要望）磐越道の高速道の下、農道にゴミの投
げ捨て、市の対応をお願いしたい。（布団電化製品等）ゴミは撤去してもらったが、市として何
か対策はしてもらえないか

背あぶり山の風力発電の状況は、どうなっているのか

稲藁、基準以上の数値が出た場合について

放射線対策。地上５ｃｍでの測定でいかがか
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議会での政策づくり、検討の参考とする意見等

意見等が
でた地区

環境

町北・高野

雨どいの土を削って、山砂、土砂等の埋め戻しはその５０万円は使えるのか 町北・高野

神指

北会津

河東

湊

門田

行仁

地区で簡易線量計を貸出しているが現在は、一軒も貸出し希望が無い 謹教

謹教

謹教

謹教

謹教

謹教

北会津

一箕

福祉

鶴城

行仁

城北

老人福祉相談員と民生児童委員の任務は違う、配置は男女にしてほしい 城北

城北

大戸

大戸
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放射線量について雨どいから流れた場所を測ると2.5～2.8マイクロシーベルトと線量が高い
。汚泥は地区で保管しなくてはいけないのか

放射能の問題、半減について、３０年間と３年間について様々な学者先生の表明がある

地域審議会で放射線の対応について問うたが、安全の範囲の公表など対応が遅い

放射線対策は大丈夫なのか。広田駅は０．３２マイクロシーベルトであった。誰でもわかるよ
うなマップを作成すべきではないか

笹山原のレクリエーション公園に放射性物質を含む道路の泥を仮置きする話があったが、そ
の後どうなったか

放射線の除染事業について今年度も行うのかどうか。食べ物などの検査体制はどの様にな
っているのか。会津総合運動公園の太陽光による空間放射線量測定器が２台設置されてい
るが１台動いていないようだ

今の市長さんは協働・地域の人たちの力を借りてといわれているが、例えば、除染について
、５０万円の補助があるが、実際、地区では、高齢のため無理である。また除染した後の汚
泥の置き場が無い。除染作業は、市で、センターの設置などをして、専門的に行うべきである

側溝を中心に地区で計った。高い所で０．７マイクロシーベルト。再度計っていきたい。市の
補助事業は民間業者を認めない、結果として町内会で除染は出来なかった

合同庁舎の測定、０．１０マイクロシーベルト、コンクリートの上で多分計っているのではない
か。地面１ｃｍ、０．７８マイクロシーベルトある。５０ｃｍ、０．４８マイクロシーベルト、木の上
０．２７マイクロシーベルトであった。合同庁舎の数値は本当なのかと思ってしまう。実態はそ
のようになっている

環境放射線量の数値は私もそう思う参考と捉えるしかない

線量計、葵高校東側の塀と側溝は雨水だけ、４月１０日から５日間、１．８マイクロシーベルト
の数値、表の通りは０．８マイクロシーベルトであった、大人だけの世帯なので気にしないよう
にしている。市が測定したところ道路は０．１２マイクロシーベルト、日常生活特に影響ないと
言われた、参考まで

謹教コミセンで仕事している、コミセンは０．１２から０．１０マイクロシーベルトで推移している

放射能に係る安全の公表については市民によく伝わるように対処すべきだ

市内の緑化について、どのように考えているのか。観光地でもあり、夏などは日差しをさえぎ
るのにとてもよい。もっと積極的に緑化事業に取り組んではどうか

テーマ７
「高齢社会及び少子化社会における社会保障サービスとその負担のあり方について」

65歳以上の方が増えている（地区の高齢化）高齢者施設は市の中心から外れている、方針
を変え、施設は中心地に作ってほしい

ふれあいいきいきサロンとして、平成１４年度から行っている。社会福祉協議会から、年間５
万円の補助が出されているが、補助金が年々減額されている。（件数が増えたため減額され
た）現在、４７の登録件数で中には、老人クラブなどがあり、当初とは違う目的のものもはい
っている。一人２００円ほどもらって会の運営をしているが、補助が０円になってしまえば運営
できなくなる。会を増やせと言われ、増やしてきたら、社会福祉協議会が困ってしまう。介護
にならないための活動をしているのでお願いをしたい

高齢者対策、城北地区、石堂、金川地区に高齢者が多数いる。私一人で約３０世帯見てい
るので災害時の対応、ネットワークの構築が必要であると考える

老人福祉相談員、民生児童委員の選定を区長にお願いするが、なり手の人がいない

今年度の大戸小学校への入学児童は４名。対象児童は８名いたが４名は他の学校へ入学し
た。今後ますます子どもが減少していく

少子高齢化に取り組んでほしい。大戸町は人口が減少している。人口増には宅地化して欲
しい。そのための法制度を緩和できる様にして欲しい。市街化調整区域の緩和など
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議会での政策づくり、検討の参考とする意見等

意見等が
でた地区

福祉

神指

湊

一箕

カード化

国民健康保険の保険証を紙からカード化できないか 一箕

一箕

学校建設

鶴城小学校の改築工事の進捗状況を教えてほしい 鶴城

河東

鶴城小学校改築工事の行程表はできているのか、基本計画が重要である 鶴城

鶴城

行仁

生涯学習
城北

生涯学習総合センターについて要望書を出したい、受け止めてほしい 城北

文化財整備 東山
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民生員をやっている、高齢化が進む、議会としての対策について、子どもが少ない、子どもを
大切に育てること必要、通学路の整備、子どもを安全に育てるための施設整備を要望、高齢
者は地区で守るしかない、市政の運営を行っていただきたい

民生費が特に多いがその内訳は何か

民生費はもっと削減できないか

市ではお金がないといって国民健康保険の保険証をカード化をしないようだが、市民サービ
スの向上のためにもカード化すべきである

テーマ10
「教育・学習環境の整備について」

大熊町からの避難者が河東学園小学校の仮設住宅に住んでいる。河東中学校の建設はど
うなるのか

鶴城小学校の仮設校舎は発掘調査後、１０月ごろから実施されると聞いている。行程表の明
確化は重要

鶴城小の建て替えがあるが、鶴城が終わったら次は行仁小も建て替えの予定があると思う。
行仁小は手狭である。第三分団も併設され、駐車場も狭い。また、このコミセンは避難場所
になっていない。行仁小の建て替え時には、小学校にコミセン機能をもたせ、そのことによっ
て防犯、子どもたち、地域のコミュニティも取れるので、そのように進めてもらいたい

バスの実証実験３月から７月まで、時間を見つけて乗っている。良い提案があった、図書館
の審議に市民の声をもう少し取り上げてほしい、読書推進の日、問題なのは託児室が無か
ったこと、事業の内容など改善が必要、市民の力を借りることが必要である

武家屋敷裏にお墓があるが整備されてなく荒れている。松平家のものであれば整備が必要
ではないか
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意見等が
でた地区

観光

門田

蒲生氏郷公をＮＨＫの大河ドラマ化にすべきではないか 大戸

河東

鶴ケ城本丸内の壊された東屋の復元とトイレの改修をすべきではないか 門田

北会津

北会津

観光物産協会 一箕

経済

野口英世青春通りの改修も良いが、神明通りの活性化はどの様に考えているのか 大戸

鶴城

会津若松市に競輪場や競馬場を誘致したらどうか 一箕

東山

雇用 一箕

商工会補助金あいづ商工会への補助金が毎年削減されている。減額しないように配慮して欲しい 河東

企業誘致

平成２５年の県立病院の開業に合わせ放射線の研究機関を誘致したらどうか 河東

一箕

農業

北会津

神指

神指

神指

神指

神指

北会津

河東
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テーマ８
「地域経済活性化と持続可能な地域産業の維持・育成について」

八重の桜プロジェクトでドラマ館を建てると伺う。館屋の維持管理費はどの様に行っていくの
か。例えば長野オリンピック開催時に建設した建物は維持管理費に多額のお金がかかって
いる。議会としてのチッェク機能はどうなのか

食品中の放射性物質の基準値が当初の５００ベクレルから１００ベクレルに変更されたが、理
解されるのか。消費者は不信感があるのではないか。また、観光面でも影響するのではない
か

お城の北出丸正面の道路や風情と情感のある水路の整備、及び裁判所のお庭も市で確保
していくべき

お城の鐘楼を鐘つき堂に移し時を知らせる。また水路を整備し錦鯉を放せば皆さんに喜ば
れる

会津若松観光物産協会へ１億円の負担金が支出されている。そのことを以前調査したら職
員人件費９名分であることが分った。一人当たり５６０万円になるが、適切な人件費なのか疑
問である

高齢者施設建設は人の集まる施設や交流のできるもの、子どもたちも集える施設があるべ
きではないのか。道路を整備しても中心部に人を集める対策をしなければ活性はしない。自
分は若松に住んでいても大町で買い物をしたことがない。議員の方は買い物をした事がある
のか、実際これが現実ではないのか。大町の整備をしても、おそらく費用対効果は薄いと思
われる。（やることに反対ではないが）

石油ガスの値段が高騰している。特に会津若松市は高い。原油価格の元値は９５円である。
原油価格の値下げを市としても国へ要望していくべきではないか

市民税が減っている。これは働く場所がないために人口も減っているからである。もっと工場
誘致や観光面など雇用対策に力を入れて欲しい

会津には会津大学や恵まれた水がある。これらを活用して産業誘致に力を入れて企業誘致
を進めて欲しい

市内の経済も農業が衰退している。農業振興地域から外すなど、土地利用の見直しが必要
ではないか

水田のセシウム対策について聞きたい。セシウムを吸着させるゼオライトは、袋詰めにして
水田の水口に置くようだが、使用済みのゼオライトの処理は各自が自分の所有地において
管理するとはいっても管理しきれるものではない。中間処理場が無い中でどのように行うの
か、市補助金について早く出してほしい（報告がほしい）

農業、ゲルマニウム測定、ガンマ線軽減化の取り組みについて

農地にゼオライトを入れない解決策について

農地にカリウム剤を入れて作物の品質が落ちた場合について

農協の座談会、資料でＪＡ補助２０％、市の補助５０％については、末線で消されていた、す
でに購入済み、市の補助金はどの様になっているのか

リンゴの樹皮の除染が指導されている。昨年は安全だからと買っていただいたが、やっぱり
あるのではないかと仙台の業者から指摘された。もっと効果的な方法はないのか

原発事故に伴う風評被害からの復興が果たしてできるのか、心配である。特に河東地域は
米の産地であるが、農協の指導で反当り　１２kgのカリウムを入れることになった
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意見等が
でた地区

防災・安全

河東

行仁

城北

城北

城北

城北

城北

一箕

行仁

都市計画

喜多方街道沿いは市街化区域に編入になるのか 町北・高野

北会津

都市整備

大町通りについて、方向性はどのようにしたいのか 町北・高野

町北・高野

市民感情として大町通り活性化の成功が見えない、担保できるものがあるのか 町北・高野

大町通りの整備にお金を使う前に商店街の希望はどうなのか 町北・高野

町北・高野

大町通りの整備、その到達点にいたる完成はいつか 町北・高野

町北・高野

市民感情として大町通り整備に１１億円ものお金を使うのかと思う 町北・高野

公園
この前の突風の時停電があったが公園の樹木の影響と言われた。管理をよくやって欲しい 北会津

城北

いっ水

北会津

行仁

いっ水対策と予算のあり方、議会としてどの様に考えているか 謹教

一箕
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テーマ５
「防災などの地域の諸問題解決に向けた地域と行政機関等との連携による新たな地域社会シス
テムの構築について」

広田地区の幹線道路の除雪が不十分である。バス路線でもあるが、除雪幅が狭く交互通行
が出来ないことがある。もっと、道路幅をしっかりと確保して欲しい

除雪について、狭い道路、生活道路の除雪が真ん中だけ除雪をしている。地区で機械を買
って補助をすると言われるが、高齢であるため出来ない。除雪と排雪問題は深刻である。市
でこうするから、地区ではこうしてくださいの体制が望ましい

仮設住宅５０戸あるが隔離された状態と感じる、仮設住宅内は除雪がきちんとされている、
市との比較で問題が起こっているのか

除雪、きれいにかかないで１メートルも個人宅の前に置いていく、問題がある。前回にも申し
上げたが午前１１時ごろに来る。早朝には、住民が除雪しているので、その後に来ても雪は
ない。オペレーターの問題がある。講習会の時にしっかりした指導を求める。除雪後のパト
ロールが必要

除雪は、各家の前に置いていく、朝５時前に除雪しても午前８時ごろに除雪車が通り道路の
雪を置いていく。その結果、若い人は除雪できるが高齢者はそのままで固まった雪がそのま
まになってしまう

側溝には雪が捨てられないが、実際は捨てられている

水路整備をして、雪を流せるようにし、いっ水対策をすべき、米沢はすべて雪を川に流してい
る。なぜ市はやらなかったのか。冬期間、戸ノ口堰の水を流せないか

七日町などは観光地であるが午前９時ごろまで各家庭除雪していないところがある

学校の校庭への排雪は子どもたちが危ないのでだめといわれた。除雪より、排雪が大事で
ある

テーマ９
「都市計画の基本的方向性について」

都市計画の基、城下町としての景観や風情を壊しながら観光のまちづくりになるのか、壊し
たものを元に戻すことは困難です。見直すべきだ

目指す方向の成功（まちなか活性化）で担保できるものはあるのか、ほんとうに活性化でき
るのか

大町通りの整備、商店街の努力が見えていないのではないか、市に甘えているのでは。ま
ずは、魅力ある商店を作ることが先で、商店街づくりは後ではないのか。そのような話はして
いるのか

大町の開発は建設部門で活性化に向けたマネジメント、外部の知的の利用、プランニングな
どのコンサルタントを使うことはないのか。みんな市で行っているのか

大町中央公園について、落ち葉の持っていく場所、町内だけでは解決できない

いっ水対策として宮川の浚渫が必要ではないか。市長にも要請をしている

いっ水対策として八ツ橋設備さんの前の水路の砂を除去してもらいたい。我々では対応が無
理である

一箕地区の雨水は不動川へ全部流れるようになるが、下流は大丈夫なのか
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いっ水

市全体として水害（いっ水）対策をどの様に考えているのか 門田

一箕

一箕

北会津

行仁

北会津

橋
北会津

神指

西若松駅前 城西

側溝

日新

城北

道路

下荒久田地区で春先、市から砂利、山土をもらっているが補給したいがもらえるのか 町北・高野

浜崎高野会津若松線～森台の東側、案内標識を付けてほしい 町北・高野

城西

城西

北会津

城西

城西

高野町の道路の舗装化が少ない、地区周辺道の舗装をお願いしたい 町北・高野

町北・高野

町北・高野

大戸

大戸
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一箕地区の雨水、いっ水対策は側溝の整備が必要であるが、戸ノ口堰と市で共同してあ
たってはどうか。生活道路なのか、農道なのか、判然としないところがある。

滝沢本陣前の水路が雪でいっ水しているので、水門を閉めたようだが防火用水としても使用
しているので、完全に閉められたら困る

新しい道路が出来ると排水が悪くなると思う。治水も考えた設計が必要ではないか。被害を
受けてももって行くところがない。市民目線で対処して欲しい

桧町地区の側溝の水の流れが悪い。大雨の時は溢れる。砂などがたまり、流れが無い。年
一回の川ざらいでは間に合わない。高圧洗浄を依頼したが、一回のみであった。（予算が無
いといわれた）

雨水の下水管流入はあるか。また幹線排水路と言われたが排水路に貯水すると言ったネッ
ト的な対応、さらには雨水の一時貯水を悪臭防止など必要なとき流すなど総合的な対応が
必要ではないか

蟹川橋の架け替えの時期に来ているかと思う。その際には、北会津中学校前の道路の延長
線上に架け替えてもらいたい

バイパスと新橋梁について、地区としては反対である、議会としての働きかけてほしい

西若松駅前広場の管理は県か市なのかはっきりしない。前回も尋ねたのだが返答がない。
近所の人と思うが自宅の駐車場代わりに使用している人がいる。空きが無く、鉄道利用者が
バスの待機場に置かざるを得なかったりする。警察では駐車場に置いてあるのは駐車違反
には該当しないという。標識を設置するなど対処すべきでないか

若松第一保育園のところに側溝の合流地点がある。そこから少し川幅が広くなり、水路が分
かれる。そこに堰と水門がある。以前に大雨が降ったとき水門の管理者が留守で２つの水門
が閉じられたままであったがため、大洪水となってしまった例がある。水門については遠隔操
作による管理に入り改善された。更なる要望として水がよく流れるように河床の改善を図って
欲しい。日新地区は毎月一回地域の絆を深めることを目的に、河川の清掃を行っており、県
の表彰を受けたこともある

側溝と道路と電信柱の関係、滑って側溝に落ちてしまった。危ない箇所と報告した、その後
調査したようだ。現在まで多数の方が落ちている。地区にはそれ以外にも危険な場所がある

共有地の考え方について。一切の進入を拒絶する人がいるが、近所の人たちは大きな迷惑
を被っている。何か良い方法がないか

住吉町２２番地の私道路の扱いだが市の方に舗装等の話をすると私道路では対処できない
といわれる。持ち主も行方不明である。現物供与で対処したがすぐに壊れる。市で買い取っ
てもらえるよう要望したが答えはないのでどうなっているかわからない

城戸の交差点は南北線に右折レーンを設けるべき

道路のいたるところが穴だらけ、障がい者や高齢者は大変危険な問題、財政難は承知して
いるが早急な補修をのぞむ。生活環境問題も併せて対応して欲しい

県道三島線柳原３丁目・４丁目にも消雪施設を延長して欲しい。子ども達が車道を歩いてい
る状態で危険だ

吉田地区　パールライン～国道49号大江戸交差点前の道路の破損直してほしい

地区内の舗装の件、予算がおり、一部舗装になる。一部幹線道路に防火用水のマスを入れ
たが、舗装がされていない。（2箇所のうち1箇所）冬は除雪車が入れないため、消防車が出
せない状態である。調査をお願いし、もう1箇所の道路の舗装をお願いした

桑原地区内の道路、桑原から舟子へ抜ける道路、芦ノ牧温泉南へ抜ける県道の道路白線
が無い道路が多い。歩道との区別化の意味でも対応して頂きたい。この道路は、もともと工
事用車両の道路だったため地盤が弱いので全体的な補修が必要ではないか

震災で芦ノ牧から舟子間が通行止めになり、迂回路でダムの上を通行しているが、夜７から
朝７時まで通行止めになり不自由している件を前回の意見交換会で意見したが、回答が積
雪とスリップが懸念されるため通行止めのままということであった。地区としては、日常生活
に支障が出るから解除を求めたのに残念な回答であった。地区としては生活のため通行さ
せて頂いていた
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道路

一箕

町北・高野

鶴城

湊

湊

河東

町北・高野

町北・高野

行仁

東山

東山

住宅
城西

市営と県営の住宅団地の空き家は火災等の危険もあるので対処していただきたい 城西

水道

湊

湊

湊

北会津

河東

まちづくり 町北・高野
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会津中央病院下の国道４９号線～会津大学までの道路が未開通となっている。調査費がつ
いたと聞いたがどうか

アピオの交差点拡幅工事をしている。迂回路を要望（右折路線）狭い道路に車が入ってくる。
通学路になっているので、危険である

大町の電線地中化について、本来は電線の地中化はお城周辺からが優先ではないか。そ
のような計画はないのか

国道２９４号線の四ツ谷地区の道路が危険なので、山側にトンネル化をして欲しい。勢至堂
峠や黒森峠のトンネル化が進み大型車両が通るようになり、非常に危険になってきている

原地区なども同様に、大型車両の通行で毎日地震のように揺れるようになった。どうにかな
らないか

大型店の町への進出により、広田の商店街は大きな打撃を受けた。広田商店街へ向けての
道路整備をすべきではないか

国道４９号線が混雑している。秋にはヨークベニマルも出来るため更に混雑が予想される。（
ダイエーパチンコ脇）困ることは、消防車の出動時、道路がそこしかなく問題があるため前か
ら要望をしている。予算がないからと打ち切られている

七日町のところに広い道路が整備されたが、インターから藤室の通りが整備されなければ無
意味ではないか

都市計画で東山～高瀬線道路拡幅について、県は古い要望は無いものとされているにも関
わらず、毎年陳情に行っている。時代がかわってきているので、あきらめるべき。経費の無駄
。今必要なものを要望するべき

ウォーキングコースになっている、いにしえ夢街道の新・奥の細道に「危険」の看板あり。人
の通行と危険の看板に矛盾あり

５年前に市道認定になった東山から花見ケ丘（小田山）地区へ抜ける道路について、市で維
持管理を行い舗装と水路整備を行ってほしい

市営と県営の住宅団地があるが、市営の入所率は５０％くらいかと思う。冬場は居なくなり暖
かくなったら戻ってくる人もいるが家財道具はあるが住んでいるかどうかわからないところも
ある。出来ればみんな入所して欲しい。空き家対策について

湊地区においては、区長会より８項目の重点要求を提出している。特に、上水道の整備を早
急にお願いしたい

湊町が若松市に合併してから既に５８年が経っているにもかかわらず、未だに水道の整備が
なされていないところがある。町民をバカにしている。老朽化した水道を早く改善して欲しい

戸ノ口地区も水道整備について他の地区と同様である。猪苗代町の戸ノ口地区は、水道は
もとより、光ファイバーまで整備されている。行政の違いで格差がある。何とかして欲しい

農産物には対応が測れるが人間はどうなのか、こちらの方が大事だ。猪苗代湖の魚が汚染
されているという。会津若松市の水道水は大丈夫なのか

水道の漏水が原因で多額の使用料を請求されたケースを聞いた。どのようになっているの
か

上荒久田地区の線路西側が発達しない。開発が進んでいない。藤室・鍛冶屋敷線の件で何
年も前から要望している。活性化で１１億円ものお金をまちづくりに使うのであれば、線路西
側の開発に使えないのか
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